
21 連番 02_落款 03 らっかん

1 五渡亭國貞画 くにさだ

2 五渡亭國貞画 くにさだ

3 五渡亭國貞画 くにさだ

4 五渡亭國貞画 くにさだ

5 五渡亭國貞画 くにさだ

6 五渡亭國貞画 くにさだ

7 五渡亭國貞画 くにさだ

8 東都國貞画 くにさだ

9 五渡亭國貞画 くにさだ

10 五渡亭國貞画 くにさだ

11 五渡亭國貞画 くにさだ

12 五渡亭國貞画 くにさだ

13 五渡亭國貞画 くにさだ

14 五渡亭國貞画 くにさだ

15 應好五渡亭國貞画 くにさだ

16 應需五渡亭國貞画 くにさだ

17 應需國貞画 くにさだ

18 五渡亭國貞画 くにさだ

19 應需國貞画 くにさだ

20 □□用繪師土茂の亦平筆（國貞）またべい（くにさだ）

21 國貞画 くにさだ

22 國貞画 くにさだ

23 香蝶樓國貞画 くにさだ

24 香蝶樓國貞画 くにさだ

25 香蝶樓國貞画 くにさだ

26 香蝶樓豊國画 とよくに3（くにさだ）

27 應需豊國画 とよくに3（くにさだ）

28 香蝶國貞画 くにさだ

29 國貞改二代豊國画3 とよくに3（くにさだ）

30 一陽齋豊國画3 とよくに3（くにさだ）

31 豊國画3+廣重筆 とよくに3（くにさだ）+ひろしげ

32 豊國画3+廣重筆 とよくに3（くにさだ）+ひろしげ

33 豊國画3+應需廣重筆 とよくに3（くにさだ）+ひろしげ

34 豊國画3+ とよくに3（くにさだ）

35 豊國画3 とよくに3（くにさだ）

36 豊國画3 とよくに3（くにさだ）

37 豊國画3 とよくに3（くにさだ）

38 豊國画3 とよくに3（くにさだ）

39 豊國画3+廣重画 とよくに3（くにさだ）+ひろしげ

40 喜翁豊國画3 とよくに3（くにさだ）



41 喜翁豊國画3 とよくに3（くにさだ）

42 豊國画3 とよくに3（くにさだ）

43 應好豊國画3 とよくに3（くにさだ）

44 應好豊國画3 とよくに3（くにさだ）

45 豊國画3 とよくに3（くにさだ）

46 五渡亭國貞画 くにさだ

47 國貞画 くにさだ

48 國貞画 くにさだ

49 五渡亭國貞画 くにさだ

50 五渡亭國貞画 くにさだ

51 國貞画 くにさだ

52 五渡亭國貞画 くにさだ

53 五渡亭國貞画 くにさだ

54 五渡亭國貞画 くにさだ

55 五渡亭國貞画 くにさだ

56 五渡亭國貞画 くにさだ

57 五渡亭國貞画 くにさだ

58 國貞画 くにさだ

59 五渡亭國貞画 くにさだ

60 五渡亭國貞画 くにさだ

61 五渡亭國貞画 くにさだ

62 五渡亭國貞画 くにさだ

63 五渡亭國貞画 くにさだ

64 五渡亭國貞画 くにさだ

65 應需五渡亭國貞画 くにさだ

66 應需五渡亭國貞画 くにさだ

67 應需國貞画 くにさだ

68 五渡亭國貞画 くにさだ

69 五渡亭國貞画 くにさだ

70 五渡亭國貞画 くにさだ

71 應需國貞画 くにさだ

72 五渡亭國貞画 くにさだ

73 香蝶樓國貞画 くにさだ

74 香蝶樓國貞画 くにさだ

75 香蝶樓國貞画 くにさだ

76 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

77 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

78 國貞画 くにさだ

79 五渡亭國貞國貞画 くにさだ

80 國貞画 くにさだ

81 香蝶國貞画 くにさだ



82 香蝶樓國貞画 くにさだ

83 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

84 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

85 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

86 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

87 一陽齋雛獅豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

88 任好豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

89 任好豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

90 任好豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

91 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

92 任好豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

93 任好豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

94 任好豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

95 喜翁豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

96 喜翁豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

97 喜翁豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

98 七十九歳豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

99 豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

100 豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

101 豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

102 豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

103 豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

104 豊國筆3（國貞） とよくに3（くにさだ）

105 とよくに画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

106 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

107 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

108 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

109 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

110 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

111 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

112 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

113 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

114 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

115 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

116 豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

117 七十八歳豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

118 喜翁豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

119 七十八歳豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

120 七十八歳豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

121 七十八歳豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

122 七十八歳豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）



123 七十八歳豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

124 七十八歳豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

125 七十八歳豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

126 古のみにまかせくにさだゑかく（國貞）くにさだ

127 古のみにまかせくにさだゑかく（國貞）くにさだ

128 香蝶國貞画 くにさだ

129 香蝶樓國貞画 くにさだ

130 香蝶樓國貞画 くにさだ

131 五渡亭國貞画 くにさだ

132 五渡亭國貞画 くにさだ

133 應好國貞画 くにさだ

134 五渡亭國貞画 くにさだ

135 國貞+◯ くにさだ

136 無款（國貞） 無款（くにさだ）

137 無款（國貞） 無款（くにさだ）

138 應需國貞画 くにさだ

139 香蝶樓國貞筆 くにさだ

140 五渡亭國貞筆 くにさだ

141 應需香蝶樓國貞筆 くにさだ

142 （國貞） くにさだ

143 （國貞） くにさだ

144 （國貞） くにさだ

145 （國貞） くにさだ

146 （國貞） くにさだ

147 （國貞） くにさだ

148 一雄齋國貞画 くにさだ

149 五渡亭國貞画 くにさだ

150 國貞画　北壽画 くにさだ　ほくじゅ

151 七十歳豊國筆3　 とよくに3（くにさだ）

152 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

153 豊國醉中画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

154 五渡亭國貞画 くにさだ

155 香蝶國貞画 くにさだ

156 國貞改二代豊國画3 とよくに3（くにさだ）

157 五渡亭國貞画 くにさだ

158 五渡亭國貞画 くにさだ

159 五渡亭國貞画 くにさだ

160 五渡亭國貞画 くにさだ

161 五渡亭國貞画 くにさだ

162 五渡亭國貞画 くにさだ

163 五渡亭國貞画 くにさだ



164 五渡亭國貞画 くにさだ

165 五渡亭國貞画 くにさだ

166 五渡亭國貞画 くにさだ

167 五渡亭國貞画 くにさだ

168 五渡亭國貞画 くにさだ

169 五渡亭國貞画 くにさだ

170 五渡亭國貞画 くにさだ

171 五渡亭國貞画 くにさだ

172 御好ニ付國貞画 くにさだ

173 五渡亭國貞画 くにさだ

174 五渡亭國貞画 くにさだ

175 五渡亭國貞画 くにさだ

176 五渡亭國貞画 くにさだ

177 五渡亭國貞画 くにさだ

178 五渡亭國貞画 くにさだ

179 五渡亭國貞画 くにさだ

180 五渡亭國貞画 くにさだ

181 五渡亭國貞画 くにさだ

182 五渡亭國貞画 くにさだ

183 五渡亭國貞画 くにさだ

184 五渡亭國貞画 くにさだ

185 五渡亭國貞画 くにさだ

186 五渡亭國貞画 くにさだ

187 五渡亭國貞画 くにさだ

188 五渡亭國貞画 くにさだ

189 五渡亭國貞画 くにさだ

190 五渡亭國貞画 くにさだ

191 五渡亭國貞画 くにさだ

192 五渡亭國貞画 くにさだ

193 五渡亭國貞画 くにさだ

194 五渡亭國貞画 くにさだ

195 五渡亭國貞画 くにさだ

196 五渡亭國貞画 くにさだ

197 五渡亭國貞画 くにさだ

198 五渡亭國貞画 くにさだ

199 五渡亭國貞画 くにさだ

200 五渡亭國貞画 くにさだ

201 五渡亭國貞画 くにさだ

202 五渡亭國貞画 くにさだ

203 五渡亭國貞画 くにさだ

204 五渡亭國貞画 くにさだ



205 五渡亭國貞画 くにさだ

206 五渡亭國貞画 くにさだ

207 五渡亭國貞画 くにさだ

208 五渡亭國貞画 くにさだ

209 五渡亭國貞画 くにさだ

210 五渡亭國貞画 くにさだ

211 五渡亭國貞画 くにさだ

212 五渡亭國貞画 くにさだ

213 五渡亭國貞画 くにさだ

214 五渡亭國貞画 くにさだ

215 五渡亭國貞画 くにさだ

216 五渡亭國貞画 くにさだ

217 五渡亭國貞画 くにさだ

218 五渡亭國貞画 くにさだ

219 五渡亭國貞画 くにさだ

220 香蝶樓國貞画 くにさだ

221 香蝶樓國貞画 くにさだ

222 香蝶樓國貞画 くにさだ

223 香蝶樓國貞画 くにさだ

224 香蝶樓國貞画 くにさだ

225 五渡亭國貞画 くにさだ

226 五渡亭國貞画 くにさだ

227 五渡亭國貞画 くにさだ

228 香蝶樓國貞画 くにさだ

229 香蝶樓國貞画 くにさだ

230 香蝶樓國貞画 くにさだ

231 香蝶樓國貞画 くにさだ

232 香蝶樓國貞画 くにさだ

233 香蝶樓國貞画 くにさだ

234 香蝶樓國貞画 くにさだ

235 香蝶樓國貞画 くにさだ

236 五渡亭國貞画 くにさだ

237 香蝶樓國貞画 くにさだ

238 香蝶樓國貞画 くにさだ

239 香蝶樓國貞画 くにさだ

240 香蝶樓國貞画 くにさだ

241 香蝶樓國貞画 くにさだ

242 香蝶樓國貞画 くにさだ

243 香蝶樓國貞画 くにさだ

244 香蝶樓國貞画 くにさだ

245 香蝶樓國貞画 くにさだ



246 香蝶樓國貞画 くにさだ

247 香蝶樓國貞画 くにさだ

248 香蝶樓國貞画 くにさだ

249 香蝶樓國貞画 くにさだ

250 香蝶樓國貞画 くにさだ

251 香蝶樓國貞画 くにさだ

252 香蝶樓國貞画 くにさだ

253 香蝶樓國貞画 くにさだ

254 香蝶樓國貞画 くにさだ

255 香蝶樓國貞画 くにさだ

256 香蝶樓國貞画 くにさだ

257 香蝶樓國貞画 くにさだ

258 豊國画3（國貞） とよくに3

259 豊國画3（國貞） とよくに3

260 豊國画3（國貞） とよくに3

261 豊國画3（國貞） とよくに3

262 豊國画3（國貞） とよくに3

263 豊國画3（國貞） とよくに3

264 豊國画3（國貞） とよくに3

265 豊國画3（國貞） とよくに3

266 豊國画3（國貞） とよくに3

267 豊國画3（國貞） とよくに3

268 豊國画3（國貞） とよくに3

269 豊國画3（國貞） とよくに3

270 豊國画3（國貞） とよくに3

271 豊國画3（國貞） とよくに3

272 豊國画3（國貞） とよくに3

273 豊國画3（國貞） とよくに3

274 豊國画3（國貞） とよくに3

275 豊國画3（國貞） とよくに3

276 豊國画3（國貞） とよくに3

277 豊國画3（國貞） とよくに3

278 豊國画3（國貞） とよくに3

279 豊國画3（國貞） とよくに3

280 豊國画3（國貞） とよくに3

281 豊國画3（國貞） とよくに3

282 豊國画3（國貞） とよくに3

283 豊國画3（國貞） とよくに3

284 豊國画3（國貞） とよくに3

285 豊國画3（國貞） とよくに3

286 豊國画3（國貞） とよくに3



287 豊國画3（國貞） とよくに3

288 豊國画3（國貞） とよくに3

289 豊國画3（國貞） とよくに3

290 豊國画3（國貞） とよくに3

291 豊國画3（國貞） とよくに3

292 豊國画3（國貞） とよくに3

293 豊國画3（國貞） とよくに3

294 豊國画3（國貞） とよくに3

295 豊國画3（國貞） とよくに3

296 豊國画3（國貞） とよくに3

297 豊國画3（國貞） とよくに3

298 豊國画3（國貞） とよくに3

299 豊國画3（國貞） とよくに3

300 豊國画3（國貞） とよくに3

301 豊國画3（國貞） とよくに3

302 豊國画3（國貞） とよくに3

303 豊國画3（國貞） とよくに3

304 豊國画3（國貞） とよくに3

305 豊國画3（國貞） とよくに3

306 豊國画3（國貞） とよくに3

307 豊國画3（國貞） とよくに3

308 豊國画3（國貞） とよくに3

309 豊國画3（國貞） とよくに3

310 豊國画3（國貞） とよくに3

311 豊國画3（國貞） とよくに3

312 豊國画3（國貞） とよくに3

313 豊國画3（國貞） とよくに3

314 豊國画3（國貞） とよくに3

315 豊國画3（國貞） とよくに3

316 豊國画3（國貞） とよくに3

317 豊國画3（國貞） とよくに3

318 豊國画3（國貞） とよくに3

319 豊國画3（國貞） とよくに3

320 豊國画3（國貞） とよくに3

321 豊國画3（國貞） とよくに3

322 芳虎画 よしとら

323 芳虎画 よしとら

324 芳虎画 よしとら

325 芳虎画 よしとら

326 芳虎画 よしとら

327 芳虎画 よしとら



328 芳虎画 よしとら

329 芳虎画 よしとら

330 芳虎画 よしとら

331 芳虎画 よしとら

332 芳虎画 よしとら

333 芳虎画 よしとら



04 刊年 05 西暦 06 判型形態

1814c 1814c 大1

1818-1820c 1818-1820c 大1

1818-1820c 1818-1820c 大1

1818-1820c 1818-1820c 大1

1823c 1823c 大1

1820-1824c 1820-1824c 大1

1820-1824c 1820-1824c 大1

1821c 1821c 大1

1820c 1820c 大1

1820c 1820c 大3

1822-1826c 1822-1826 大1

1820c 1820c 大1

1822c 1822c 大1

1823c 1823c 大1

1825c 1825c 大1

1823c 1823c 大3

1826-1828c 1826-1828c 大1

1826c 1826c 大1

1820s 1820s 大1

1827 1827 小3	

1826 1826 団扇	

1826 1826 団扇	

1827c 1827c 大1

1832-1834c 1832-1834c 大1

1836-1838c 1836-1838c 大1

1845c 1845c 大1

1844 1844 大1

1845c 1845c 団扇

1844 1844 大3

1845-1846 1845-1846 大3

1853 1853 大3

1853 1853 大3

1854 1854 大3

1857 1857 大3

1857 1857 大3

1859 1859 大3

1859 1859 大1

1859 1859 大1

1861 1861 大3

1862 1862 大1



1862 1862 大1

1849-1851 1849-1851 団扇

1852 1852 団扇

1853 1853 団扇

1858 1858 団扇

1811 1811 大3-*

1811 1811 大3

文化8-11　伊賀 1811-1814 大1

1814 1814 大1

1811-1814山口 1812 大1

1814 1814 大巾

1814-1815 1814-1815 大1

1814-1815 1814-1815 大1

1814-1815 1814-1815 大1

1814-1815 1814-1815 大1

1814-1815 1814-1815 大1

1815 1815 大1

文化12亥 1815 団扇

文化12.09 1815 大3

1817 1817 大3

1817 1817 大3

1822 1822 大1

1822 1822 大1

1810s 1810s 大2

1822-1823 1822-1823 大1

1822-1823 1822-1823 大1

1824-1825 1824-1825 大3

1825.11 1825 大3

1826 1826 大1

1828子改 1828 団扇

1823c 1823c 団扇

1836.02 1836 大3

1831 1831 大1

1831 1831 大1

1831 1831 大1

1831 1831 大1

1831 1831 大1

1837 1837 角1

天保3辰改 1832 団扇

天保3辰改 1832 団扇

1839 1839 団扇



1836 1836 大1

1850c 1850c 団扇

嘉永2-3 1849-1850 団扇

1852 1852 大1

1855 1855 大1

1858 1858 大3

1858 1858 大1

1858 1858 大1

1859 1859 大1

1859 1859 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1861 1861 大5

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1862 1862 大1

1864 1864 大1

1861 1861 大1

1862 1862 大1

1852 1852 大1

1852 1852 大1

1852 1852 大1

1852 1852 大1　版下

1852 1852 大1　版下

1852 1852 大1　版下

1863 1863 大1　

1860 1860 大1　

1860 1860 大1　

1860 1860 大1　

1860 1860 大1　

1860 1860 大1　

1860 1860 大1　

1860 1860 大1　

1860 1860 大1　

1862 1862 大1　

1863 1863 大1　

1863 1863 大1　

1863 1863 大1　

1863 1863 大1　

1863 1863 大1　

1863 1863 大1　



1863 1863 大1　

1863 1863 大1　

1863 1863 大1　

1825c 1825c 大横

1825c 1825c 大横

1832c 1832c 大横

1832c 1832c 大横

1832c 1832c 大横

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1825s 1825s 角上下

1827 1827 角3-2.3

1825s 1825s 角1

1826c 1826c 小1

文政7申 1824 小1

1826-1827 1826-1827 角1

1832 1832 短横

1832c 1832c 角1

1834 1834 角1

1827-1829 1827-1829 半紙本　4冊

1835c 1835c 半紙本　3冊

1837c 1837c 半紙本　3冊

1833 1833 半紙本　4冊

1835 1835 半紙本　1冊

1849 1849 半紙本　3冊

1828-1832 1828-1832 肉筆

1809-1812 1828-1832 肉筆　扇面

1810c 1810c 肉筆　扇面

1855 1855 肉筆　

1835s 1835s 肉筆　

1842-1845 1842-1845 肉筆　

1827c 1827c 大1

1830s 1830s 大1

1844 1844 大横

1814c 1814c 大1

1815c 1815c 大1

1815c 1815c 大1

1816c 1816c 大1

1816c 1816c 大1

1818 1818 大1

1818-1820 1818-1820 大1



1818-1820 1818-1820 大1

1819 1819 大1

1818-1820 1818-1820 大1

1819 1819 大1

1818-1820 1818-1820 大1

1818-1820 1818-1820 大1

1818-1821 1818-1821 大1

1818-1821 1818-1821 大1

1818-1822 1818-1822 大1

1819-1820 1819-1820 大1

1820 1820 大1

1820c 1820c 大1

1818-1820 1818-1820 大1

1820-1821 1820-1821 大1

1820-1824 1820-1824 大1

1821-1822 1821-1822 大1

1822 1822 大1

1822c 1822c 大1

1821 1821 大1

1821-1822 1821-1822 大1

1821-1822 1821-1822 大1

1822 1822 大1

1822 1822 大1

1822 1822 大1

1820s 1820s 大1

1820s 1820s 大1

1822 1822 大1

1823 1823 大1

1822-1826 1822-1826 大1

1822c 1822c 大1

1820s 1820s 大1

1820s 1820s 大1

1822c 1822c 大1

1822c 1822c 大1

1822-1826 1822-1826 大1

1823 1823 大1

1823-1825 1823-1825 大1

1823-1826 1823-1826 大1

1823c 1823c 大1

1823c 1823c 大1

1823-1825 1823-1825 大1



1822-1826 1822-1826 大1

1822-1825 1822-1825 大1

1824c 1824c 大1

1824-1825 1824-1825 大1

1825-1826 1824-1825 大1

1825-1826 1825-1826 大1

1825c 1825c 大1

1825c 1825c 大1

1825c 1825c 大1

1826c 1826c 大1

1820s 1820s 大1

1827 1827 大1

1826c 1826c 大1

1825-1830 1825-1830 大1

1825-1830 1825-1830 大1

1829 1829 大1

1820s 1820s 大1

1830 1830 大1

1830 1830 大1

1830 1830 大1

1830c 1830c 大1

1830c 1830c 大1

1830c 1830c 大1

1830s 1830s 大1

1830s 1830s 大1

1830s 1830s 大1

1831 1831 大1

1832c 1832c 大1

1832c 1832c 大1

1833 1833 大1

1833-1834 1833-1834 大1

1832-1834 1832-1834 大1

1832-1834 1832-1834 大1

1835 1835 大1

1835c 1835c 大1

1835-1836 1835-1836 大1

1830s 1830s 大1

1836-1838 1836-1838 大1

1836-1838 1836-1838 大1

1838c 1838c 大1

1839 1839 大1



1840-1842 1840-1842 大1

1840-1843 1840-1843 大1

1842-1843 1842-1843 大1

天保14頃 1843c 大1

1842-1843 1842-1843 大1

1842-1843 1842-1843 大1

1843 1843 大1

1843c 1843c 大1

1843c 1843c 大1

1844c 1844c 大1

1844 1844 大1

1844 1844 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1860 1860 大1

1862 1862 大1

1862 1862 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1



1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1863 1863 大1

1864 1864 大1

1864 1864 大1

1863 1863 大1　版下

1862 1862 大1　版下

1862 1862 大1　版下

1862 1862 大1　版下

1862 1862 大1　

1862 1862 大1　

1862 1862 大1　

1862 1862 大1　

1862 1862 大1　

1862 1862 大1　



1862 1862 大1　

1863 1863 大1　

1865 1865 大1　

1865 1865 大1　

1869 1869 大1　

1869 1869 大1　



07 判型記号 08 外題 09 げだい

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 江戸十二鐘 えどじゅうにしょう

大1 思事鏡冩繪 おもうことかがみのうつしえ

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 （妓楼+遊女）（難波） 無外題

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大3 三圍の初雪 みめぐりのはつゆき

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世高名會席盡 とうせいこうめいかいせきづくし

大1 當世三十貳相 とうせいさんじゅうにそう

大1 夏狂言 なつきょうげん

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大3 （妓楼+遊女） 無外題

大1 當世春景色 とうせいはるげしき

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

小3 箱根から腰遣ふ手ぬぐひ　温泉湯治塲　はこねからこしつかうてぬぐい

団扇 （手拭） 無外題

団扇 （美人、両手の指で数える） 無外題

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 月の陰忍び逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 （百人一首） ひゃくにんいっしゅ*

大1 誂織當世島 あつらえおりとうせいじま

団扇 見立六花撰 みたてろっかせん

大3 日月星ノ内 じつげつせいのうち

大3 美人鷄合 びじんにわとりあわせ

大3 風流けんし ふうりゅうげんじ

大3 風流源氏 ふうりゅうげんじ

大3 東源氏 あづまげんじ

大3 今様見立・士農工商・職人 いまようみたてしのうこうしょう

大3 今様見立・士農工商・商人 いまようみたてしのうこうしょう

大3 光氏磯遊び みつうじいそあそび

大1 今様三十二相 いまようさんじゅうにそう

大1 今様三十二相 いまようさんじゅうにそう

大3 山城・宇治川蛍狩之図 やましろうぢがわほたるがりのづ

大1 東都四季名所盡 とうとしきめいしょづくし



大1 東都四季名所盡 とうとしきめいしょづくし

団扇 誂織・弁慶好 あつらえおりべんけいこのみ

団扇 風流闇の香 ふうりゅうやみのか

団扇 風流闇の香 ふうりゅうやみのか

団扇 諸國湊尽 しょこくみなとづくし

大3 （役者） 無外題

大3 市村座大入あたり振舞楽屋之圖いちむらざおおいりあたりふるまいがくやのづ

大1 （役者） 無外題

大1 （役者） 無外題

大1 役者はんじ物 やくしゃはんじもの

大巾 おさかべ変化（尾上松緑） おさかべへんげ

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 九役之内 きゅうやくのうち

団扇 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大1 （役者） 無外題

大1 （役者） 無外題

大2 （武者） 無外題

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大3 （役者） 無外題

大3 （鬼若根舞臺） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

団扇 （役者） 無外題

団扇 （浮世柄比翼稲妻） 無外題

大3 （曲輪来伊達大寄） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

角1 （役者、大首） 無外題

団扇 （役者、大首） 無外題

団扇 （役者、大首） 無外題

団扇 （役者、大首） 無外題



大1 （役者、大首） 無外題

団扇 （役者、大首） 無外題

団扇 （役者、大首） 無外題

大1 擬五行盡之内 なぞらえごぎょうづくしのうち

大1 見立やみつくし みたてやみづくし

大3 踊形容江戸繪榮 おどりけいようえどえのさかえ

大1 源氏・見立八景之内 げんじみたてはっけいのうち

大1 當世好男子傳 とうせいこうだんしでん

大1 當世好男子傳 とうせいこうだんしでん

大1 今様押繪鏡 いまようおしえかがみ

大1 花摘籠五十三驛内 はながたみごじゅうさんえきのうち

大1 豊國漫画圖繪 とよくにまんがづえ

大5 花揃五人男 はなぞろいごにんおとこ

大1 豊國揮毫・奇術競 とよくにきごうきじゅつくらべ

大1 豊國揮毫・奇術競 とよくにきごうきじゅつくらべ

大1 豊國揮毫・奇術競 とよくにきごうきじゅつくらべ

大1 豊國揮毫・奇術競 とよくにきごうきじゅつくらべ

大1 當盛見立・三十六花撰 とうせいみたてさんじゅうろっかせん

大1 當盛見立・三十六花撰 とうせいみたてさんじゅうろっかせん

大1 東海道五十三次ノ内（人物大首）とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大1 東海道五十三次之内（人物大首）とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大1 東海道五十三次の内（人物大首）とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大1 東海道五十三次の内（人物大首）とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大1 東海道五十三次ノ内（人物大首）とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大1 東海道五十三次ノ内（人物大首）とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題



大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大横 紅毛油画風 こうもうあぶらえふう

大横 紅毛油画風 こうもうあぶらえふう

大横 （景色） 無外題

大横 （景色） 無外題

大横 （景色） 無外題

角1 大空に...（團十郎、碓井貞光）無外題

角1 大空に...（團十郎、碓井貞光）無外題

角上下 かたけゆく...（文覺） 無外題

角3 （曾我兄弟、雨中） 無外題

角1 月星を...　今朝と...（蟹） 無外題

小1 滑稽七福神 こっけいしちふくじん

小1 百人美女 ひゃくにんびじょ

角1 （女性、蚊帳に入る支度） 無外題

短横 組入に...（暫く） くみいれに...

角1 こその顔見世... こぞのかおみせ...

角1 □駒山...うまのとし... □□□...うまのとし...

半紙本 春夏秋冬色の詠 しゅんかしゅうとうしきのながめ

半紙本 艶紫娯拾余帖 えんしごじゅうよじょう

半紙本 花鳥余情・吾妻源氏 かちょうよせいあづまげんじ

半紙本 俳優畸人伝 はいゆうきじんでん

半紙本 俳優三十六花撰 はいゆうさんじゅうろっかせん

半紙本 寝覚床幾夜睦言 ねざめのとこいくよのむつごと

肉筆 （七福神見立、女性風俗） 無外題

肉筆 （團十郎暫、鯰坊主） 無外題

肉筆 （團十郎暫、鯰坊主） 無外題

肉筆 （子供、二人の門付け藝を見る）無外題

肉筆 （隅田川、涼み舟） 無外題

肉筆 （暫） 無外題

大1 （武者） 無外題

大1 （武者） 無外題

大横 （相撲） 無外題

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 今様大津ゑ いまようおおつえ

大1 新板錦繪當世美人 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 江戸十二鐘 えどじゅうにしょう



大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 七小町 ななこまち

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 當世花くらへ とうせいはなくらべ

大1 當世俳優贔屓競 とうせいやくしゃひいきくらべ

大1 風流浄瑠理集當りものノ内 ふうりゅうじょうるりしゅうあたりもののうち

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 今様斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 思事鏡冩繪 おもうことかがみのうつしえ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 浮世名異所圖會 うきよめいしょづえ

大1 當世美人七小町 とうせいびじんななこまち

大1 當世高名會席盡 とうせいこうめいかいせきづくし

大1 當世美人流光好 とうせいびじんりゅうこうこのみ

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 春交加 はるのいきかい

大1 當世浪花の三興 とうせいなにわのさんきょう

大1 吉原年中行事 よしわらねんぢゅうぎょうじ

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （江戸名所） 無外題

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 風流六玉顔 ふうりゅうむたまがお

大1 縁むすひ女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 見立十二ノ氣候 みたてじゅうにのきこう

大1 當世三十二相 とうせいさんじゅうにそう

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 勝景鏡 しょうけいかがみ

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 當世美女吾妻風景 とうえいびじょあづまふうけい

大1 吉原時計二編 よしわらとけい2

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 美女競 みめくらべ

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 御誂繪馬尽 おあつらええまづくし

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 顔見世狂言榮 かおみせきょうげんのさかえ



大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 江戸ッ子揃ひゐきかた氣 えどっこそろいひゐきかたぎ

大1 浮世三興 うきよさんきょう

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世薄化粧 とうせいうすけしょう

大1 錦の裏 にしきのうら

大1 （近江八景） 無外題

大1 風流投扇興 ふうりゅうとうせんきょう

大1 風流調子婦繪 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 當世春景色 とうせいはるげしき

大1 江戸八景 えどはっけい

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 花街問答 かがいもんどう

大1 美人合 びじんあわせ

大1 戯繪兄弟 たわむれえきょうだい

大1 七小町の内 ななこまちのうち

大1 賑ふや妹背縁日 にぎわうやいもせえんにち

大1 風流花暦 ふうりゅうはなごよみ

大1 江戸花見盡 えどはなみづくし

大1 當世美人合（全身） とうせいびじんあわせ

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 見立風俗三國志 みたてふうぞくさんごくし

大1 七十二候 ななじゅうにこう

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流相生□□□ ふうりゅうあいおいづくし

大1 （浄瑠理づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 四季の内 しきのうち

大1 春景千社詣 しゅんけいせんじゃもうで

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 當世風俗五性 とうせいふうぞくごしょう

大1 美人八景 びじんはっけい

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 辰巳十二時ノ内 たつみじゅうにときのうち

大1 當世江戸寿々女 とうせいえどすずめ

大1 月の陰忍び逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 東海道五十三次之内 とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら



大1 東都六玉顔ノ内 とうとむたまがおのうち

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 幼女・四雅之内 ようじょしがのうち

大1 幼女四雅之内 ようじょしがのうち

大1 婦人たしなみ草 ふじんたしなみぐさ

大1 大和高名列女鏡 やまとこうめいれつじょかがみ

大1 豊歳五節句ノ遊 ほうさいごせっくのあそび

大1 昔話十二段 むかしばなしじゅうにだん

大1 時聖代民の賑ひ じせいだいたみのにぎわい

大1 當世見立七小町 とうせいみたてななこまち

大1 花暦吉日姿 はなごよみきちじつすがた

大1 浮世五色合 うきよごしきあわせ

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題



大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題



大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題

大1 （役者大首） 無外題



10 版元 11 ハンモト 12 内題

林+山型 ハヤシ 4　桜屋内小まん

川口 カワグチ 3　八まんかね

松+富士山形 マツ 4（鳥追女）

吉+山型 キチ 6　巳ノ刻

商標（大+鍵） 商標（大+鍵） 5（髪梳き）

林+山型 ハヤシ 20　浪花嶋の内中詰

林+山型 ハヤシ 23　洛東白拍子丸山　端の寮

泉市版 センイチバン 難波新町西ノ扇屋内住の江太夫

久+違山型 キュウ 1　王子の稲荷

平+山型 ヘイ

サ+山型 サ 5　小さん金五郎

ト ト 王子海老屋扇屋

十+○ ジュウ 6　たてひき相

岩戸屋 イワトヤ 當り年名代註文

林+山型 ハヤシ 7（福禄寿の頭髪剃り）

久+違山形 キュウ 玉屋内薄雲、若紫、小式部

松+富士山形 マツ 2（鏡餅）新吉原大文字屋内一もと

松+富士山形 マツ 2　かや商

若+菱形 ワカ 3　あふむ小町

無版元 無版元 （若衆ほか）

商標（三引） 商標（三引） （菖蒲）大當　

商標（三引） 商標（三引） （菖蒲鎗、馬）

森田屋板 モリタヤバン 3　踊師匠

佐野喜 さのき 4　摂津住吉

久+違山形 キュウ 3（行灯を消す）

佐野喜 サノキ 五十七番　紫式部

都澤 ミヤコザワ （美人、左手で舟の玩具を）

サ+鍵 サ 屋寿秀

有田屋 アリタヤ 星

佐野市 サノイチ

伊勢兼 イセカネ 明石	

伊勢兼 イセカネ 夜の庭

森治 モリヂ 雪乃庭

魚栄 ウオエイ 職人（浮世絵製作）

魚榮 ウオエイ 商人（魚榮店先）

糸庄 イトショウ

松林堂 ショウリンドウ さむ相

錦耕堂 キンコウドウ うれし相

森治 モリヂ

魚榮版 ウオエイバン 酉之まち市



魚榮版 ウオエイバン 今戸はし真乳山

商標（三引） 商標（三引） （左手に団扇、右手に筆）

十+鍵 ジュウ （娘、提灯をもつ）

十+鍵 ジュウ （男、扇を拡げる）

上+入山形 ジョウ 播磨室ノ津

文+○ ブン 松本幸四郎

西村永壽堂 エイジュドウ

商標（三巴） 商標（三巴） 春藤げんば（尾上松助）

ト ト ふくおかミつぎ（尾のへまつ寿希）

商標（三巴） 商標（三巴） （瀬川路孝）

ト ト おさかべ変化（尾上松緑）

川口 カワグチ 菅丞相

川口 カワグチ 与次郎

川口 カワグチ 与次郎

川口 カワグチ 八百屋お七

川口 カワグチ 大工六三郎

藤+山型 フジ 細川勝元（市川團十郎）

伊 イ 大和屋杜若

藤+山型 フジ 加村宇多左衛門（市藏改市川鰕十郎）春藤次郎左衛門（中村歌右衛門）春藤次郎兵衛（尾上梅幸）

林+山型 ハヤシ 瀬川菊之丞　関三十郎　市川團十郎

林+山型 ハヤシ 瀬川菊之丞　関三十郎　市川團十郎

ト ト 真柴久吉（市川團十郎）

ト ト 佐藤乕之助政清（市川男女藏）

林+山型 ハヤシ 袴垂保輔　平井保昌

商標（大+鍵） 商標（大+鍵） 尾上菊五郎當り狂言ノ内桜丸

商標（大+鍵） 商標（大+鍵） 関三十郎當り狂言ノ内時宗

三+□ サン （三役者、雪の隅田堤）

大 ダイ 油屋おそめ（岩井紫若）鬼門喜兵衛（市川團十郎）調市久枩（岩井粂三郎）

平 ヘイ 石川五右衛門（松本幸四郎）

商標（又一） 商標（又一） 助六（市川團十郎）あげ巻（岩井粂三郎）

商標（三巴） 商標（三巴） 平井弥市郎（関三十郎）

久+違山型 久+違山型 二役仁木彈正（尾上菊五郎）雷鶴之助（三桝源之助）局政岡（尾上梅幸）

佐野喜 サノキ 菅丞相（澤村源之助）

佐野喜 サノキ 梅王丸（瀬川菊之丞）

平+山型 ヘイ 佐藤与茂七（尾上菊五郎）

佐野喜 サノキ 曾我の五郎時宗（尾上菊五郎）

佐野喜 サノキ 大磯のとら（瀬川菊之丞）

無版元 無版元 將軍太郎（市川海老藏）

辻 ツジ 松王丸（中村芝翫）

ト+山型 ト 松王丸（中村芝翫）

無版元 無版元 （役者、手拭で汗を拭く、「吉」）（三圍の額縁）



上田 ウエダ 不破伴左衛門（市川海老藏）

商標（三引） 商標（三引） 井筒女之助

伊場久 イバキュウ 屋よゐの庭

ゑびすや ヱビスヤ その智も清き堀川の水　源義經

庄+団扇 ショウ 夏の闇　團七九郎兵衛

濃洲屋安兵衛 ノウシュウヤヤスベイ （暫く）

角金 カクキン 明石ノ秋の月

林庄 リンショウ 行者武松に比す腕の喜三郎

庄（林庄） リンショウ 張順に比す夢の市郎兵衛

松林堂 ショウリンドウ 團七九郎兵衛

ゑひすや ヱビスヤ 婦多川宿乃塲白井権八

魚榮版 ウオエイバン 將軍太郎良門

加ゝや カガヤ 箕の輪乃龜　黒雲の辰　竹門の寅　鷲の長吉　月の輪乃熊

平のや ひらのや 法華山袈裟太郎

平のや ひらのや 楠姑摩姫

平のや ひらのや 鳴神上人	

平のや ひらのや 岩鉄法印	

平のや ひらのや 水面の紅乃花・和藤内

平のや ひらのや 尼ヶ崎の桔梗・武智光秀

伊勢兼 イセカネ 藤川驛第二　三浦之助

井筒屋 イヅツヤ 宮　景清

伊勢兼 イセカネ 箱根　初花

伊勢兼 イセカネ 箱根　初花（版下）

無版元 無版元 大磯小田原間　梅津　小吾郎兵衛

無版元 無版元 小田原箱根間　畑宿　祐經

錦昇堂 キンショウドウ 市川海老藏　二九亭白猿　碓井荒太郎貞光

錦昇堂 キンショウドウ 関三十郎　歌山　京極内匠

錦昇堂 キンショウドウ 坂東龜藏　樂善　此下東吉

錦昇堂 キンショウドウ 尾上菊五郎　梅壽　天竺徳兵衛

錦昇堂 キンショウドウ 沢村宗十郎　高賀　菅相蒸（菅丞相）

錦昇堂 キンショウドウ 片岡仁左衛門　我童　大星由良之助

錦昇堂 キンショウドウ 坂東彦三郎　薪水　武田勝頼

錦昇堂 キンショウドウ 河原崎権十郎　紫扇　三筋の綱五郎

錦昇堂 キンショウドウ 沢村田之助　曙山　長尾の息女八重垣姫

錦昇堂 キンショウドウ 尾上菊次郎　梅花　滝夜叉姫

錦昇堂 キンショウドウ 坂東彦三郎　薪水　佐々木高綱

錦昇堂 キンショウドウ 中村鶴藏　秀雀　平瓦次郎藏

錦昇堂 キンショウドウ 嵐雛助　后々小六　眠獅

錦昇堂 キンショウドウ 二代目助高屋高助　高賀　唐木政右衛門

錦昇堂 キンショウドウ 中村歌右衛門　三代目梅玉　五斗兵衛

錦昇堂 キンショウドウ 沢村宗十郎　三代目訥子　梅の由兵衛



錦昇堂 キンショウドウ 五代目市川團十郎　反古庵白猿　歌舞妓十八番之内　景清

錦昇堂 キンショウドウ 五代目松本幸四郎　秋野亭錦升　後錦江　仁木彈正左衛門直則

錦昇堂 キンショウドウ 三代目瀬川菊之丞　仙女路考ト云　葛の葉狐

山口屋藤兵衛 キンショウドウ 安藝の宮島

山口屋藤兵衛 キンショウドウ 成田山不動

ト ト 二見浦曙の圖

ト ト 朝妻ふね

ト ト 霧中ノ山水

無版元 無版元 大空に...（市川團十郎、碓井貞光）

無版元 無版元 ありかたや...（市川團十郎、伊賀壽太郎）

無版元 無版元 かたけゆく..（市川團十郎、文覺）

無版元 無版元 （左）花の紐...（右）二見潟... （曾我兄弟、雨中）

無版元 無版元 月星を...　今朝と...（蟹）

無版元 無版元 毘沙門

無版元 無版元 大小　（正二五八九十一十二）

無版元 無版元 青柳の...

無版元 無版元 組入に...（暫く）

無版元 無版元 こその顔見世...

無版元 無版元 こその顔見世...

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

川口 カワグチ 武藏坊辨慶　御曹子牛若丸

森田屋板 モリタヤバン 大森彦七盛長...（鬼女を背負う）

無版元 無版元 生月鯨太左衛門

林+山型 ハヤシ

吉+山形 キチ 1　（花魁）

河源	 カワゲン

吉+山型	 ハギワラ（キチ） 1　粂三郎きどり

林+山型	 ハヤシ

川口	 ？

川口？ カワグチ



吉+山型 キチ

林+山型 ハヤシ

林+山型 ハヤシ

林+山型 ハヤシ

川口 カワグチ

商標［三巴］ 商標［三巴］

平+山型 ヘイ

岩戸屋 イワトヤ

三+山型 サン

大+鍵 ダイ

商標（三巴） 商標（三巴）

松+富士山型 マツ

松+富士山型 マツ

久+違山型 キュウ

林+山型 ハヤシ

川口 カワグチ

ト ト

山口板 ヤマグチバン

商標（三巴） 商標（三巴） 5　貳丁町

川口 カワグチ

林+山型 ハヤシ

山口 ヤマグチ

林+山型 ハヤシ *　春曙

久+違山型 キュウ 2　於いわけぶし

岩戸屋 イワトヤ 屋けんぼり不動尊

若+◇ ワカ

川口 カワグチ

久+違山型 キュウ

商標（丁子） 商標（丁子）

十+○ ジュウ

山口板 ヤマグチバン

山口 ヤマグチ 2　三迴（三圍）

ト ト 7　イ　玉屋内志ら玉

林+山型 ハヤシ 6　関屋の蛍狩

吉+山型 キチ 1　きぬぎぬの亂鐘

吉+山型 キチ

大黒屋板 ダイコクヤバン

サ+山型 サ 4　おふさ徳兵衛

岩戸屋 イワトヤ 7　柳嶌妙見の額ノ内

商標（大+鍵） 商標（大+鍵） 7（牡丹刷毛）

岩戸屋 イワトヤ 當り年名代註文



甚+○ ジン 1　浮世又平

商標（蔦） 商標（蔦）

岩戸屋 イワトヤ 大師かえりの四ツ手籠

泉市板 センイチバン 2　長坂のそば

三+□ サン 2（子を顔に）

三+□ サン 中万字屋内　賎の尾

藏 □□□

久+山型　大+鍵 ダイ 3　よもきふ

大+入山形 ダイ 10　本てうし

松+富士山型 マツ 1（口に懐紙）

無版元 商標（三巴） 6　三迴

林+山型 ハヤシ 7（福禄寿の頭髪剃り）

松+富士山型 マツ 3　はゝづき

大+鍵 ダイ 2　雪乃あしたにも…

玉+違山型 モリタヤバン （なでしこ）

商標［二引］ 商標［二引］ 2　弁慶尻馬

福川堂 フクセンドウ 1　草紙洗小町

總與 ソウヨ

佐野喜 サノキ 1　糸すゝき

久+違山形 キュウ 3　隅田川　八重一重あさき桜

泉市* センイチ 4（美人、石火鉢、金網）（額に手）

森？ モリ 9　（美人、湯のみ）

森田屋版 モリタヤバン 10　身じまい藝者

商標（三巴） 商標（三巴） 青柳□□□（美人、雷、蚊帳）

川正板* カワショウバン 2　東風□□

森+山型 モリ 11　仲冬（顔見世）

江崎屋 エザキヤ 1　月に時鳥　

林+山型 ハヤシ 6　盛衰記・梅ケ枝源太　無間乃鐘段

泉吉 センキチ 2　琴柱箱

鶴喜 ツルキ 2　かつら木

川口 カワグチ 2　夏

大黒屋？ ダイコクヤ 九郎助

佐野喜 サノキ 9　大和　吉野

江戸松 エドマツ ま□□□□

ト ト 1　嬉の森の暮雪？

森田屋？ モリタヤバン 6　井出の玉川

ト ト 4　未ノ刻

江崎屋 エザキヤ 2（藝者、褄をとる、中村座）

久+違山形 キュウ 5（口を隠して）

佐野喜 サノキ

佐野喜 サノキ 07　七段目



藤岡屋？ フジオカヤ 6

若狭屋 ワカサヤ 4　清少納言

上金 ジョウキン

上金 ジョウキン 1　華

若狭屋？ ワカサヤ 1　（衣の洗張）

重 ジュウ *

佐野喜 サノキ 2（雛）

佐野喜 サノキ

山口 ヤマグチ 3　工

有田屋 アリタヤ 1　あまこひ

若狭屋 ワカサヤ 2　爪きりよし

佐野喜 サノキ 黒

錦昇堂 キンショウドウ 坂東龜藏　此下□□

錦昇堂 キンショウドウ 片岡仁左衛門　亀屋忠兵衛

錦昇堂 キンショウドウ 市川小團次　天日坊法□

錦昇堂 キンショウドウ 関三十郎　京極内匠

錦昇堂 キンショウドウ 市川團十郎　揚巻の助六

錦昇堂 キンショウドウ 尾上菊五郎　天竺徳兵衛

錦昇堂 キンショウドウ 中村芝翫　清水の児捨若丸

錦昇堂 キンショウドウ 市川團藏　加古川本藏

錦昇堂 キンショウドウ 中村歌右衛門　熊谷直實

錦昇堂 キンショウドウ 沢村宗十郎　菅丞相

錦昇堂 キンショウドウ 嵐璃珏　源九郎狐

錦昇堂 キンショウドウ 岩井粂三郎　八百屋娘お七

錦昇堂 キンショウドウ 嵐吉三郎　盗賊大蛇丸

錦昇堂 キンショウドウ 嵐璃寛　漁師浪六

錦昇堂 キンショウドウ 坂東志うか　橋本屋白糸

錦昇堂 キンショウドウ 守田勘彌　齋藤六郎左衛門

錦昇堂 キンショウドウ 尾上菊五郎　乳人定岡

錦昇堂 キンショウドウ 中村芝翫　藤屋伊左衛門

錦昇堂 キンショウドウ 沢村宗十郎　加藤左衛門

錦昇堂 キンショウドウ 市川市藏　放駒長吉

錦昇堂 キンショウドウ 市川海老藏　武蔵坊辨慶

錦昇堂 キンショウドウ 片岡仁左衛門　大星由良之助

錦昇堂 キンショウドウ 河原崎権十郎　三筋の綱五郎

錦昇堂 キンショウドウ 坂東彦三郎　武田勝頼

錦昇堂 キンショウドウ 沢村田之助　長尾の息女八重垣姫

錦昇堂 キンショウドウ 市村竹之丞　安倍保名

錦昇堂 キンショウドウ 尾上菊之丞　瀧夜叉姫

錦昇堂 キンショウドウ 市村羽左衛門　鳶の者御祭り佐七

錦昇堂 キンショウドウ 坂東彦三郎　佐々木高綱



錦昇堂 キンショウドウ 中村鶴藏　平瓦次郎藏

錦昇堂 キンショウドウ 岩井粂三郎　三浦屋揚巻

錦昇堂 キンショウドウ 沢村訥升　佐々木源之助

錦昇堂 キンショウドウ 市村羽左衛門　平太郎良門

錦昇堂 キンショウドウ 沢村田之助　妼於加留

錦昇堂 キンショウドウ 河原崎権十郎　佐野源左衛門

錦昇堂 キンショウドウ 荻野伊三郎　音川勝元

錦昇堂 キンショウドウ 坂東八十助　髭の意久

錦昇堂 キンショウドウ 市川海老藏　碓井荒太郎貞光

錦昇堂 キンショウドウ 市川鰕十郎　浅間左衛門輝勝

錦昇堂 キンショウドウ 嵐雛助　大館左馬之助

錦昇堂 キンショウドウ 瀬川菊之丞　葛の葉狐

錦昇堂 キンショウドウ 松本幸四郎　仁木彈正左衛門直紀

錦昇堂 キンショウドウ 嵐雛助　石川五右衛門

錦昇堂 キンショウドウ 嵐雛助　藤原時平

錦昇堂 キンショウドウ 沢村宗十郎　梅の由兵衛

錦昇堂 キンショウドウ 中村仲藏　漁師ふか七

錦昇堂 キンショウドウ 市川團十郎　歌舞妓十八番景清

錦昇堂 キンショウドウ 沢村宗十郎　大星由良之助

錦昇堂 キンショウドウ 坂東三津五郎　工藤祐經

錦昇堂 キンショウドウ 中村歌右衛門　舎人松王丸

錦昇堂 キンショウドウ 中村歌右衛門　五斗兵衛盛次

錦昇堂 キンショウドウ 坂東彦三郎　小野道風

錦昇堂 キンショウドウ 助高屋高助　唐木政右衛門

錦昇堂 キンショウドウ 松本幸四郎　幡隨長兵衛

錦昇堂 キンショウドウ 市川新之助　長尾三郎景勝

錦昇堂 キンショウドウ 岩井半四郎　白井権八

錦昇堂 キンショウドウ 尾上栄三郎　遊君阿古屋

錦昇堂 キンショウドウ 市川九藏3　刀鍛冶團九郎

錦昇堂 キンショウドウ 尾上菊五郎　那迦皐那尊者

錦昇堂 キンショウドウ 市川市藏　髪結才三郎

錦昇堂 キンショウドウ 片岡仁左衛門　高武藏守師直

錦昇堂 キンショウドウ 嵐三八　鵜飼九十郎

錦昇堂 キンショウドウ 小佐川常世　中老尾上

錦昇堂 キンショウドウ 坂東彦三郎　菅丞相

錦昇堂 キンショウドウ 市川福太郎　油屋娘於染

錦昇堂 キンショウドウ 尾上多美藏　奴蘭平

錦昇堂 キンショウドウ 坂東三津五郎　新洞左衛門娘夕しで

錦昇堂 キンショウドウ 市川市藏　岩見重太郎

錦昇堂 キンショウドウ 中村福助　飯沼勝五郎

錦昇堂 キンショウドウ 河原崎権十郎　兒雷也



錦昇堂 キンショウドウ 市川小團次　武智十兵衛光秀　

錦昇堂 キンショウドウ 大谷友右衛門　安達元右衛門

錦昇堂 キンショウドウ 市川左團次　篠田小太郎俊行

錦昇堂 キンショウドウ 坂東彦三郎　地獄太夫

錦昇堂 キンショウドウ 坂東三津五郎　藝者三代吉

錦昇堂 キンショウドウ 尾上菊五郎　呉服屋清七



13 ないだい 16 出典 17 全文

さくらやうちおまん 2016SCHAAP: Kunisada001 （雁註）小万、おまん？　RS確認11

はちまんかね 2016SCHAAP: Kunisada002

無内題とりおい 2016SCHAAP: Kunisada003

06 2016SCHAAP: Kunisada004

びんすき* 2016SCHAAP: Kunisada005

なにわしまのうちなかづめ 2016SCHAAP: Kunisada006

らくとうしらびょうしまるやま 2016SCHAAP: Kunisada007

おうぎやうちすみのえたゆう 2016SCHAAP: Kunisada008

おうじのいなり 2016SCHAAP: Kunisada009

2016SCHAAP: Kunisada010

こさんきんごろう 2016SCHAAP: Kunisada011

おうじえびやおうじや 2016SCHAAP: Kunisada012

たてひきそう 2016SCHAAP: Kunisada013

あたりどしなだいちゅうもん 2016SCHAAP: Kunisada014

無内題ふくろくじゅ 2016SCHAAP: Kunisada015

たまやうちうすぐも、わかむらさき、こしきぶ2016SCHAAP: Kunisada016 （雁註）二花魁の帯に外人。英泉の大3、玉屋内花紫、本津江、大井から暗示を受けたか。英泉の花魁の一人、帯に外人。

無内題かがみもち 2016SCHAAP: Kunisada017 （雁註）オランダ語で書き込み。

かやしょう 2016SCHAAP: Kunisada018

おうむこまち 2016SCHAAP: Kunisada019

無内題 2016SCHAAP: Kunisada020 （雁註）無版元

無内題 2016SCHAAP: Kunisada021

無内題 2016SCHAAP: Kunisada022

おどりししょう 2016SCHAAP: Kunisada023

せっつすみよし 2016SCHAAP: Kunisada024

無内題あんどん 2016SCHAAP: Kunisada025

057 2016SCHAAP: Kunisada026

無内題 2016SCHAAP: Kunisada027

やすひで 2016SCHAAP: Kunisada028

3 2016SCHAAP: Kunisada029

2016SCHAAP: Kunisada030

あかし 2016SCHAAP: Kunisada031

よるのにわ 2016SCHAAP: Kunisada032

ゆきのにわ 2016SCHAAP: Kunisada033

しょくにん 2016SCHAAP: Kunisada034

しょうにん 2016SCHAAP: Kunisada035 （雁註）名所江戸百景、百番つゝき。　源氏後集余情、五十四番。

2016SCHAAP: Kunisada036 （雁註）光氏、種彦の合巻で、足利光氏（みつうじ）を主人公。

さむそう 2016SCHAAP: Kunisada037

うれしそう 2016SCHAAP: Kunisada038

2016SCHAAP: Kunisada039

とりのまち 2016SCHAAP: Kunisada040



いまどばしまっちやま 2016SCHAAP: Kunisada041

無内題 2016SCHAAP: Kunisada042

無内題 2016SCHAAP: Kunisada043

無内題 2016SCHAAP: Kunisada044

はりまむろのつ 2016SCHAAP: Kunisada045

まつもとこうしろう 2016SCHAAP: Kunisada046

まつもとこうしろう 2016SCHAAP: Kunisada047

しゅんどうげんば 2016SCHAAP: Kunisada048

ふくおかみつぎ 2016SCHAAP: Kunisada049

せがわろこう 2016SCHAAP: Kunisada050 （雁註）1812.11顔見世

おさかべへんげ 2016SCHAAP: Kunisada051

かんしょうじょう 2016SCHAAP: Kunisada052

よじろう 2016SCHAAP: Kunisada053

よじろう 2016SCHAAP: Kunisada053

やおやおしち 2016SCHAAP: Kunisada054

だいくろくさぶろう 2016SCHAAP: Kunisada055

ほそかわかつもと 2016SCHAAP: Kunisada056

やまとやとじゃく 2016SCHAAP: Kunisada057

かむらうたざえもん　しゅんどうじろうざえもん　しゅんどうじろうべい2016SCHAAP: Kunisada058 （雁註）改名、文化12.09

瀬川菊之丞　関三十郎　市川團十郎 2016SCHAAP: Kunisada059

瀬川菊之丞　関三十郎　市川團十郎 2016SCHAAP: Kunisada059

ましばひさよし 2016SCHAAP: Kunisada061

さとうとらのすけまさきよ 2016SCHAAP: Kunisada062

はかまだれやすすけ　ひらいのほうしょう2016SCHAAP: Kunisada063 （雁註）ひらいのほうしょう？　役者は襲名年月で分かるが、武者は手掛かりなく不明。

さくらまる 2016SCHAAP: Kunisada064

ときむね 2016SCHAAP: Kunisada065

無内題 2016SCHAAP: Kunisada066

あぶらやおそめ　きもんきへい　でっちひさまつ2016SCHAAP: Kunisada067 （雁註）調市、でっち（丁稚）

いしかわごうえもん 2016SCHAAP: Kunisada068

すけろく　あげまき 2016SCHAAP: Kunisada069

ひらいまごちろう 2016SCHAAP: Kunisada070 （雁註）弥市郎→孫市郎

にきだんじょう　いかずちつるのすけ　つぼねまさおか2016SCHAAP: Kunisada071

かんしょうじょう 2016SCHAAP: Kunisada072 （雁註）相丞→丞相

むめおうまる 2016SCHAAP: Kunisada073

さとうよもしち 2016SCHAAP: Kunisada074

そがのごろうときむね 2016SCHAAP: Kunisada075

おおいそのとら 2016SCHAAP: Kunisada076

おおいそのとら 2016SCHAAP: Kunisada077

まつおうまる 2016SCHAAP: Kunisada078

まつおうまる 2016SCHAAP: Kunisada079

まつおうまる 2016SCHAAP: Kunisada080



ふわばんざえもん 2016SCHAAP: Kunisada081

いづつおんなのすけ 2016SCHAAP: Kunisada082

やよいのにわ 2016SCHAAP: Kunisada083

そのちもきよきほりかわのみず　みなもとのよしつね2016SCHAAP: Kunisada084

なつのやみ 2016SCHAAP: Kunisada085

無内題 2016SCHAAP: Kunisada086

あかしのあきのつき 2016SCHAAP: Kunisada087

ぎょうじゃぶしょうにひすうでのきさぶろう2016SCHAAP: Kunisada088

ちょうじゅんにひすゆめのいちろうべい2016SCHAAP: Kunisada089

だんしちくろうべい 2016SCHAAP: Kunisada090

ふたがわしゅくのばいしらいごんぱち2016SCHAAP: Kunisada091

しょうぐんたろうよしかど 2016SCHAAP: Kunisada092

みのわのかめ　くろくものたつ　たけもんのとら　わしのちょうきち　つきのわのくま2016SCHAAP: Kunisada093

ほっけやまけさたろう 2016SCHAAP: Kunisada094

くすのきこまひめ 2016SCHAAP: Kunisada095

なるかみしょうにん 2016SCHAAP: Kunisada096

がんてつほういん 2016SCHAAP: Kunisada097

すいめんのべにのはな　わとうない2016SCHAAP: Kunisada098

あまがさきのききょう　たけちみつひで2016SCHAAP: Kunisada099

ふじかわえきだいに　みうらのすけ2016SCHAAP: Kunisada100

みや　かげきよ 2016SCHAAP: Kunisada101

はこね　はつはな 2016SCHAAP: Kunisada102

はこね　はつはな 2016SCHAAP: Kunisada103 （雁註）洗心庵、所蔵印

おおいそおだわらかん　うめづ　こごろうべい2016SCHAAP: Kunisada104 （雁註）洗心庵、所蔵印　（元註）じゅばん赤シボリ

おだわらはこねかん　はたしゅく　すけつね2016SCHAAP: Kunisada105 （雁註）洗心庵、所蔵印　

いちかわえびぞう 2016SCHAAP: Kunisada106

せきさんじゅうろう　かざん　きょうごくたくみ2016SCHAAP: Kunisada107

ばんどうかめぞう　らくぜん　このしたとうきち2016SCHAAP: Kunisada108

おのえきくごろう　ばいじゅ　てんじくとくべい2016SCHAAP: Kunisada109

さわむらそうじゅうろう　こうが　かんしょうじょう2016SCHAAP: Kunisada110

かたおかにざえもん　がどう　おおぼしゆらのすけ2016SCHAAP: Kunisada111

ばんどうひこさぶろう　しんすい　たけあかつより2016SCHAAP: Kunisada112

かわらざきごんじゅうろう　しせん　みすぢのつなごろう2016SCHAAP: Kunisada113

さわむらたのすけ　しょざん　ながおのそくじょやえがきひめ2016SCHAAP: Kunisada114

おのえきくじろう　ばいか　たきやしゃひめ2016SCHAAP: Kunisada115

ばんどうひこさぶろう　しんすい　ささきたかつんs2016SCHAAP: Kunisada116

なかむらつるぞう　しゅうじゃく　ひらがじろうぞう2016SCHAAP: Kunisada117

あらしひなすけ　のちのちころく　みんし2016SCHAAP: Kunisada118

すけたかやたかすけ2　こうが　からきまさうえもん2016SCHAAP: Kunisada119

なかむらうたうえもん　ばいぎょく3　ごとべい2016SCHAAP: Kunisada120

さわむらそうじゅうろう　とっし3　むめのよしべい2016SCHAAP: Kunisada121



いちかわだんじゅうろう5　ほごあんはくえん　かぶきじゅうはちばんのうち　かげきよ2016SCHAAP: Kunisada122

まつもとこうしろう　しゅうやていきんしょう　のちきんこう　にきだんじょうざえもんなおのり2016SCHAAP: Kunisada123

せがわきくのじょう3　せんじょろこうという　くずのはきつね2016SCHAAP: Kunisada124

あきのみやじま 2016SCHAAP: Kunisada125

なりたさんふどう 2016SCHAAP: Kunisada126

ふたみがうらあけぼののづ 2016SCHAAP: Kunisada127

あさづまぶね 2016SCHAAP: Kunisada128

むちゅうのさんすい 2016SCHAAP: Kunisada129

おおぞらに... 2016SCHAAP: Kunisada130

ありがたや... 2016SCHAAP: Kunisada131

かたけゆく... 2016SCHAAP: Kunisada132

はなのひも...  ふたみがた... 2016SCHAAP: Kunisada133

つきほしを...  けさと... 2016SCHAAP: Kunisada134

びしゃもん 2016SCHAAP: Kunisada135

だいしょう 2016SCHAAP: Kunisada136 （雁註）八閏が抜けている。

あおやぎの... 2016SCHAAP: Kunisada137

くみいれに... 2016SCHAAP: Kunisada138

このかおみせ... 2016SCHAAP: Kunisada139

このかおみせ... 2016SCHAAP: Kunisada140

2016SCHAAP: Kunisada141

2016SCHAAP: Kunisada142

2016SCHAAP: Kunisada143

2016SCHAAP: Kunisada144

2016SCHAAP: Kunisada145

2016SCHAAP: Kunisada146

2016SCHAAP: Kunisada147 （雁註）偽筆か

2016SCHAAP: Kunisada148

2016SCHAAP: Kunisada149

2016SCHAAP: Kunisada150 （雁註）偽筆か

2016SCHAAP: Kunisada151 （雁註）偽筆か

2016SCHAAP: Kunisada152

むさしぼうべんけい　おんぞうしうしわかまる2016SCHAAP: Kunisada153

無内題 2016SCHAAP: Kunisada154

いくづきげいたざえもん 2016SCHAAP: Kunisada155 （雁註）天保十五辰年の書き込みあり。

2016SCHAAP: KunisadaCheckList001（雁註）RS、確認11枚

無内題おいらん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList002（雁註）RS、確認5枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList003（雁註）RS、確認6枚

くめさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList004（雁註）RS、確認8枚。後版は吉

2016SCHAAP: KunisadaCheckList005（雁註）RS、確認8枚。（雁註）確認10枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList006（雁註）RS、確認8枚（雁註）確認10枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList007（雁註）RS、確認12枚



2016SCHAAP: KunisadaCheckList008（雁註）RS、確認12枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList009（雁註）RS、確認10枚（雁註）内題、同一の作品？

2016SCHAAP: KunisadaCheckList010（雁註）RS、確認10枚（雁註）確認11枚？

2016SCHAAP: KunisadaCheckList011（雁註）RS、確認9枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList012（雁註）RS、確認7枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList013（雁註）RS、確認8枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList014（雁註）RS、確認7枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList015（雁註）RS、確認7枚（雁註）外題？版元？

2016SCHAAP: KunisadaCheckList016（雁註）RS、確認6枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList017（雁註）RS、確認10枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList018（雁註）RS、確認6枚　（雁註）相姓

2016SCHAAP: KunisadaCheckList019（雁註）RS、確認12枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList020（雁註）RS、確認8枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList021（雁註）RS、確認10枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList022（雁註）RS、確認30枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList023（雁註）RS、確認7枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList024（雁註）RS、確認40枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList025（雁註）RS、確認7枚

にちょうまち 2016SCHAAP: KunisadaCheckList026（雁註）RS、確認8枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList027（雁註）RS、確認10枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList028（雁註）RS、確認3枚（雁註）大3などの改竄か

2016SCHAAP: KunisadaCheckList029（雁註）RS、確認12枚

無内題 2016SCHAAP: KunisadaCheckList030（雁註）RS、確認8枚

おいわけぶし 2016SCHAAP: KunisadaCheckList031（雁註）RS、確認6枚

やげんぼりふどうそん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList032（雁註）RS、確認5枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList033（雁註）RS、確認7枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList034（雁註）RS、確認6枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList035（雁註）RS、確認10枚（雁註）女夫みょうと、「めおと」の音はミョウト

2016SCHAAP: KunisadaCheckList036（雁註）RS、確認4枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList037（雁註）RS、確認10枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList038（雁註）RS、確認7枚（雁註）確認12枚、誤認があるか

みめぐり 2016SCHAAP: KunisadaCheckList039（雁註）RS、確認3枚

たまやうちしらたま 2016SCHAAP: KunisadaCheckList040（雁註）RS、確認12枚

せきやのほたるがり 2016SCHAAP: KunisadaCheckList041（雁註）RS、確認12枚

きぬぎぬのらんしょう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList042（雁註）RS、確認8枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList043（雁註）RS、確認10枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList044（雁註）RS、確認5枚

おふさとくべい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList045（雁註）RS、確認7枚

やなぎしまみょうけんのがくのうち2016SCHAAP: KunisadaCheckList046（雁註）RS、確認6枚（雁註）確認7枚

ぼたんばけ* 2016SCHAAP: KunisadaCheckList047（雁註）RS、確認10枚

あたりどしなだいちゅうもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList048（雁註）RS、確認5枚



うきよまたべい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList049（雁註）RS、確認9枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList050（雁註）RS、確認2枚

だいし... 2016SCHAAP: KunisadaCheckList051（雁註）RS、確認3枚

ながさかのそば 2016SCHAAP: KunisadaCheckList052（雁註）RS、確認2枚（雁註）確認3枚

無内題 2016SCHAAP: KunisadaCheckList053（雁註）RS、確認8枚

なかまんじやしずのを 2016SCHAAP: KunisadaCheckList054（雁註）RS、確認3枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList055（雁註）RS、確認8枚（雁註）内題、和歌、難読

よもぎゅう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList056（雁註）RS、確認4枚

ほんちょうし	 2016SCHAAP: KunisadaCheckList057（雁註）RS、確認10枚

無内題かいし 2016SCHAAP: KunisadaCheckList058（雁註）RS、確認5枚

みめぐり 2016SCHAAP: KunisadaCheckList059（雁註）RS、確認7枚

無内題ふくろくじゅ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList060（雁註）RS、確認10枚

ほうづき 2016SCHAAP: KunisadaCheckList061（雁註）RS、確認5枚

ゆきのあした… 2016SCHAAP: KunisadaCheckList062（雁註）RS、確認5枚

無内題なでしこ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList063（雁註）RS、確認3枚、大3を改版？

べんけいしりむま 2016SCHAAP: KunisadaCheckList064（雁註）RS、確認2枚（雁註）確認3枚

そうしあらい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList065（雁註）RS、確認7枚（雁註）福川堂版は他に見当たらず。1枚だけか。確認7枚は別の外題か。

2016SCHAAP: KunisadaCheckList066（雁註）RS、確認5枚

いとすすき 2016SCHAAP: KunisadaCheckList067（雁註）RS、確認5枚

すみだがわやえひとえあさぎさくら2016SCHAAP: KunisadaCheckList068（雁註）RS、確認10枚

無内題ひたい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList069（雁註）RS、確認5枚

無内題ゆのみ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList070（雁註）RS、確認10枚（雁註）無内題、特定し難い

みじまいげいしゃ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList071（雁註）RS、確認10枚

せいりゅう... 2016SCHAAP: KunisadaCheckList072（雁註）RS、確認3枚

とうふうこおりをとく 2016SCHAAP: KunisadaCheckList073（雁註）RS、確認4枚

11 2016SCHAAP: KunisadaCheckList074（雁註）RS、確認12

つきにほととぎす 2016SCHAAP: KunisadaCheckList075（雁註）RS、確認7

せいすいき 2016SCHAAP: KunisadaCheckList076（雁註）RS、確認10

ことじはこ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList077（雁註）RS、確認6

かつらぎ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList078（雁註）RS、確認15

2 2016SCHAAP: KunisadaCheckList079（雁註）RS、確認4

くろうすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList080（雁註）RS、確認5

やまと　よしの 2016SCHAAP: KunisadaCheckList081（雁註）RS、確認10

ま... 2016SCHAAP: KunisadaCheckList082（雁註）RS、確認4

うれしののもりのぼせつ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList083（雁註）RS、確認8

ゐでのたまがわ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList084（雁註）RS、確認6

14.00 2016SCHAAP: KunisadaCheckList085（雁註）RS、確認12

無内題つまをとる 2016SCHAAP: KunisadaCheckList086（雁註）RS、確認8

無内題くちをかくして 2016SCHAAP: KunisadaCheckList087（雁註）RS、確認10

2016SCHAAP: KunisadaCheckList088（雁註）RS、確認53？

07 2016SCHAAP: KunisadaCheckList089（雁註）RS、確認10（雁註）確認11



難読 2016SCHAAP: KunisadaCheckList090（雁註）RS、確認6

せいしょうなごん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList091（雁註）RS、確認5

2016SCHAAP: KunisadaCheckList092（雁註）RS、確認4

1 2016SCHAAP: KunisadaCheckList092

無内題あらいはり 2016SCHAAP: KunisadaCheckList093（雁註）RS、確認5

難読 2016SCHAAP: KunisadaCheckList094（雁註）RS、確認5

無内題3 2016SCHAAP: KunisadaCheckList095（雁註）RS、確認5

2016SCHAAP: KunisadaCheckList096（雁註）RS、確認5

3 2016SCHAAP: KunisadaCheckList097（雁註）RS、確認4

あまごい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList098（雁註）RS、確認7

つめきりよし 2016SCHAAP: KunisadaCheckList099（雁註）RS、確認9

くろ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList100（雁註）RS、確認5

ばんどうかめぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-01

かたおかにざえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-02

いちかわこだんじ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-03

せきさんじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-04

いちかわだんじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-05

おのえきくごろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-06

なかむらしかん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-07

いちかわだんぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-08

なかむらうたうえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-09

さわむらそうじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-10

あらしりかく 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-11

いわいくめさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-12

あらしきちさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-13

あらしりかん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-14

ばんどうしゅうか 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-15

もりたかんや 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-16

おのえきくごろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-17

なかむらしかん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-18

さわむらそうじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-19

いちかわいちぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-20

いちかわえびぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-21

かたおかにざえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-22

かわらざきごんじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-23

ばんどうひこさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-24

さわむらたのすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-25

いちむらたけのじょう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-26

おのえきくのじょう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-27

いちむらうざえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-28

ばんどうひこさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-29



なかむらつるぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-30

いわいくめさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-31

さわむらとっしょう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-32

いちむらうざえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-33

さわむらたのすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-34

かわらざきごんじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-35

おぎのいさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-36

ばんどうやそすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-37

いちかわえびぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-38

いちかわえびじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-39

あらしひなすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-40

せがわきくのじょう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-41

まつもとこうしろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-42

あらしひなすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-43

あらしひなすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-44

さわむらそうじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-45

なかむらなかぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-46

いちかわだんじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-47

さわむらそうじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-48

ばんどうみつごろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-49

なかむらうたうえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-50

なかむらうたうえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-51

なかむらうたうえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-52

すけたかやたかすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-53

まつもとこうしろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-54

いちかわしんのすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-55

いわいはんしろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-56

おのええいざぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-57

いちかわくぞう3 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-58

おのえきくごろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-59

いちかわさいぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-60

かたおかにざえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-61

あらしさんぱち 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-62

おさがわつねよ　 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-63

ばんどうひこさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2a-64

いちかわふくたろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-01

おのえたみぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-02

ばんどうみつごろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-03

いちかわいちぞう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-04

なかむらふくすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-05

かわらざきごんじゅうろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-06



いちかわこだんじ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-07

おおたにともうえもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-08

いちかわさだんじ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-09

ばんどうひこさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-10

ばんどうみつごろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-11

おのえきくごろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList2b-12



18 説明 22 法量 29 備考

（雁註）小万、おまん？　RS確認11

（雁註）二花魁の帯に外人。英泉の大3、玉屋内花紫、本津江、大井から暗示を受けたか。英泉の花魁の一人、帯に外人。

（雁註）オランダ語で書き込み。

（雁註）名所江戸百景、百番つゝき。　源氏後集余情、五十四番。

（雁註）光氏、種彦の合巻で、足利光氏（みつうじ）を主人公。



（雁註）ひらいのほうしょう？　役者は襲名年月で分かるが、武者は手掛かりなく不明。



（雁註）洗心庵、所蔵印　（元註）じゅばん赤シボリ



（雁註）天保十五辰年の書き込みあり。

（雁註）RS、確認8枚。後版は吉

（雁註）RS、確認8枚。（雁註）確認10枚

（雁註）RS、確認8枚（雁註）確認10枚



（雁註）RS、確認10枚（雁註）内題、同一の作品？

（雁註）RS、確認10枚（雁註）確認11枚？

（雁註）RS、確認7枚（雁註）外題？版元？

（雁註）RS、確認6枚　（雁註）相姓

（雁註）RS、確認3枚（雁註）大3などの改竄か

（雁註）RS、確認10枚（雁註）女夫みょうと、「めおと」の音はミョウト

（雁註）RS、確認7枚（雁註）確認12枚、誤認があるか

（雁註）RS、確認6枚（雁註）確認7枚



（雁註）RS、確認2枚（雁註）確認3枚

（雁註）RS、確認8枚（雁註）内題、和歌、難読

（雁註）RS、確認3枚、大3を改版？

（雁註）RS、確認2枚（雁註）確認3枚

（雁註）RS、確認7枚（雁註）福川堂版は他に見当たらず。1枚だけか。確認7枚は別の外題か。

（雁註）RS、確認10枚（雁註）無内題、特定し難い

（雁註）RS、確認10（雁註）確認11









（雁註）二花魁の帯に外人。英泉の大3、玉屋内花紫、本津江、大井から暗示を受けたか。英泉の花魁の一人、帯に外人。


















